
神戸コンベンションコンプレックス 
Kobe Convention Complex
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神戸国際展示場�
Kobe International Exhibition Hall

ワールド記念ホール�
World Hall

神戸ポートピアホテル＆ホール�
Kobe Portopia Hotel and Hall

OVERVIEW & HISTORY
�
The Kobe Convention Complex opened in 1981 as Japan's 
first large-scale convention complex.  Conveniently 
situated on Port Island, it effectively functions as the 
core of Kobe's well-developed convention facilities.�
A Limousine bus takes you from Kansai International 
Airport (KIX) to Kobe in 80 minutes. And the Kobe 
Convention Complex is only 10 minutes from the center of 
downtown Kobe via the automated New Transit System.�
Seamlessly integrated into the Kobe Convention Complex 
are the International Conference Center Kobe, Kobe 
International Exhibition Halls 1 & 2, World Hall, 
Portopia Hotel & Hall, the Kobe Chamber of Commerce and 
Industry Hall, and three first-class hotels.  �
�
- At a Glance -
International Conference Center Kobe
・�
・
Kobe International Exhibition Halls 1&2
・�
・�
�
�
・�
World Hall
・�
�
・�
・�
Portopia Hall
・�
・�
Kobe Chamber of Commerce and Industry Hall
・�
�
Hotels
・�
�
Easy access
・�
�
Parking
・�
Dining 
・�

　神戸コンベンションコンプレックスは、人工島「ポートア
イランド」に神戸のコンベンションの中核施設として1981
年にオープンしました。�
　関西国際空港からリムジンバス・ポートライナーを利用
して80分、ＪＲ新神戸駅から地下鉄・ポートライナーで30分、
神戸の中心部ＪＲ三ノ宮駅からポートライナーで10分とア
クセスの良い立地です。�
�
神戸国際会議場�
・�
�
・�
・�
神戸国際展示場�
・�
・�
�
ワールド記念ホール�
・�
�
ポートピアホール�
�
�
神戸商工会議所会館�
・�
�
ホテル�
・�
�
駐車場�
・�
周辺飲食店�
・�
�
�
　神戸国際展示場、国際会議場、ポートピアホテル・ホー
ルはポートライナー市民広場駅から屋根付き回廊で有機
的に結ばれています。上記の施設はすべて徒歩圏内に
あり、神戸の一大コンベンションゾーンを形成しています。�
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1部屋の収容可能人数が692名から10名までの多様
にご利用いただける会議室が全21室�
館内に光ファイバーを敷設�
インターネットコーナー、パソコンサービスセンター設置�
�
１号館・２号館の総展示面積9,800㎡�
2号館１階部分の展示面積3,800㎡はパーテーション
で2,000㎡と1,800㎡に分割使用可能�
�
アリーナ面積3,100㎡(2,500席)、固定席3,528、可
動席1,936を有する約8,000名収容可能な多目的ホ
ール�
�
ポートピアホテルに直結し、劇場形式にて1,702名、学
校形式にて610名収容可能なホール�
�
451㎡の神商ホール、480㎡のイベントホールに加え、�
７会議室を有する会館�
�
ポートピアホテル、ホテルゴーフル、ホテルパールシティ
の３ホテルで1,180室、2,100名の収容が可能�
�
4,000台以上駐車可能�
�
周辺飲食店では和食・中華・洋食を含め幅広いメニ
ューをお楽しみいただけます�
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21 rooms of various sizes accommodating 10 to 692 people�
Optical fiber network for rapid Internet access and other 
telecommunications

Hall 1 features 6,000 square meters of exhibition space�
Hall 2 has four meeting rooms in addition to 3,800 square 
meters of exhibition space, which may be subdivided into 
smaller spaces of 2,000 and 1,800 square meters using moveable 
partitions�
The two halls can be reserved together or separately�

A huge 3,100 square meters (2,500 seats) of arena space with 
3,528 fixed seats and 1,936 movable seats�
Assembly seating for 8,000 people�
Multipurpose hall for meetings, events, concerts, and 
exhibitions�
�
Connected directly to the Portopia Hotel�
1,702 fixed seats theater style, 610 seats classroom style�
�
Features a 451-square-meter hall, 480 square meters of 
multipurpose space and 7 meeting rooms, including an event 
hall�
�
Three first-class hotels with a total of 1,180 rooms are 
within easy walking distance and can accommodate 2,100 guests�
�
Roofed pedestrian walkways connect core facilities, all within 
a short walking distance�
�
Space for more than 4,000 vehicles�
�
Various restaurants and coffee shops in the neighborhood offer 
everything from a quick hamburger to Japanese, Italian, 

ポートピアホール�
Portopia Hall

ポートライナー市民広場駅�
Shimin Hiroba Sta.(Port Liner)

神戸国際展示場（１号館・２号館）�
Kobe International Exhibition Halls 1&2

ワールド記念ホール�
World Hall

神戸国際会議場�
International Conference Center Kobe

神戸商工会議所会館�
Kobe Chamber of Commerce Industry Hall

ポートピアホテル�
Portopia Hotel
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